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と  き   平成２８年９月１１日（日）  10:30 ～ 16:00 

ところ   伊予郡松前町：松前町文化センター広域学習ホール 

主  催   一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 愛媛県支部 

  

＝ 限りなく続くハムの世界 ＝ 

 

第４４回  えひめハムのつどい   

愛媛県支部報 web

 



愛媛県支部報 2 

駐車場のご案内 

 

 

１．松前公園西老人広場をＪＡＲＬ専有借用しています・・・５０台 

２．その他、文化センター北隣の公園駐車場、体育館前南側、公園北側のエミフル立体駐車場 

をご利用下さい（許可承認済） 

３．機材搬入車両は 9:15 より★で楽屋裏口より搬入可能です。 

ただし荷卸し後は速やかにいづれかの駐車場へ移動下さい。 
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ｴﾐﾌﾙ駐車場 
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松山方面より 
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大会プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 時    ９月１１日 (日)  10:30 ～ 16：00 

 

場 所    伊予郡松前町筒井６３３ 

松前町文化センター 

会 場    広域学習ホール 

準 備     9:00 ～ 10:00 

開 場    10:00 ～ 受付開始 

開 式    10:30 ～  

記念撮影 11:30 ～  

 

 

１．開会挨拶 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

愛媛県支部長 ＪＨ５ＳＡＬ 薦田 直志 

 

２．来賓祝辞 （敬称略） 

・中予地区アマチュア無線連合会会長 

ＪＡ５ＦＨＢ 関谷 勝嗣 （予定） 

 

・一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 

四国地方本部長 ＪＡ５ＳＵＤ 森田 耕司 

 

３．表彰式 （11:45 ～12:30） 

第 42回愛媛マラソンコンテスト入賞者表彰 

 

＝  【 昼食 】  ＝ 

 

４．特別講演 （13:30～14:30） 

新スプリアス規制対応最新情報について 

（ＪＡＲＤ） 

質疑応答の場を設けます 

 

５．お楽しみ抽選会 （14：45～） 

 

６．当日の催しもの 

(1)JARL 入会受付け 

(2)自作品展示 

(3)クラブ展示・イベント 

・東温アマチュア無線クラブ 

      クラブ活動報告 

・愛媛ＹＬハムクラブ 

ラグチュー、活動展示 

簡単にできそうで、できない 

ハラハラ・ドキドキゲーム 

・APRS＆VoIP実験グループ 

クラブ活動状況 

  

◎オークション 

＊家庭に眠っているお宝を提供して下さ

る方はご持参ください。 

      売上は愛媛レピータ研究会に寄贈させ 

ていただきます。 

また落札なき商品はお持帰り願います。 

 

◎趣味の手芸チャリティー 

出展者の希望により売上げは熊本地震 

災害義援金として寄付されます。 

 

７．その他の企画 

(1)メーカ最新機器展示 

(2)ジャンク市 

(3)電波ハント 

(4)支部 

・半田付けコンテスト 

・自作品コンテスト 

・Ｍｙ ＣＡＬＬシール製作（予定） 

(5)その他 

写真・工作・手芸など趣味の展示 

出展希望者は 

住所・氏名・コールサイン・連絡先 

展示内容を明記して８月末までに下 

記へご連絡下さい。 

 

〒790-0912 松山市畑寺町830-24 

JARL 愛媛県支部内 

 ハムのつどい実行委員会宛 

ハガキ又は FAX（089-977-8259） 

Ｅﾒｰﾙ：jarl-ehime@me.pikara.ne.jp 

 

◆当日の出展受付は器材準備の対応が 

出来ない場合がありますのでご了承下さ

い。 

●昼食について 

会場に隣接するショッピングモールエミフルＭＡ

ＳＡＫＩをご利用下さい。 

文化ホール館内での飲食は禁止です。持込みでの 

食事はエントランスホールでお願いします。 

発生したゴミはそれぞれでお持帰り願いします。 
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日頃から愛媛県支部の活動に

ご理解、ご協力いただき有難う

ございます。 

今年の夏も「暑い」日々が続

いております。気象庁の気温デ

ータを調べてみますと昨年に 

比べて２～３度上昇しており年を追うごとに

地球の温暖化は収まらないようです。熱中症に

注意して暑い夏を乗り切っていただきたいと

思います。 

さて私も支部長職を４期目を迎えることに

なりました。昨年も述べました通り、一般社会

ではほぼ５・６年のサイクルで経営（運営）の

見直しが活性化する源と言われております。 

今までの任期中について課題解決手法とし

て①現状把握 ②計画の立案 ③ 実行 ④成果

の確認というPlan－do－check－Actionのサイ

クルを一巡しました。その中で支部は連盟本部

同様、財政（予算）の問題解決として会員皆さ

んのご理解を得て経費のほぼ５０％を占める

支部報関連の費用負担を軽減、会員の皆さんに

出来る限り還元することを進めてまいりまし

た。 

そのほか「技術製作講習会」は皆さんからご

意見や要望がほとんど無いために会場費節約

のため開催は凍結することにしました。今後、

希望があれば開催します。これらの成果は皆さ

んが活動する「青少年育成活動」やハムのつど

いの景品充実、愛媛マラソンコンテストでのト

ロフィー贈呈の復活などへ活用をしていきま

す。今年は県内入賞者全員へトロフィーを準備

しています。 

また海外・全国へ愛媛の記念を発信する「特

別局」ＲＬ・ＹＲＬの活用は連盟関係の特別記

念局を含めて四国内でダントツの利用があり、

これに対応できるように機材を準備しました。 

一方、運営委員も高齢化や職業責務の重要ポ

ジション者が多く、運営もままならない状態に

なってきており２８－２９年度の任期中は重

要度の低い催事は極力減らして対応してゆく

考えですのでご理解をお願いします。また主旨

ご理解をいただき運営委員としてご協力いた

だける方はお申し出いただきたいと思います。 

 

支部からのお知らせ 

● 愛媛県非常通信協議会から無線機一式の 

 贈呈を受けました。 

３月３０日、愛媛県非常通信協議会から支部 

に対し、非常通信訓練への積極的参加の功績 

が認められアマチュア無線機一式の贈呈を 

受けました。 

① 八重洲無線 FT-991M  50W 

② 八重洲無線 FT-991S  20W（HF 10W） 

いづれも 1.9 ～ 430MHz 帯 

③ 30A 安定化電源 

④ HF ワイヤーＡＮＴ 

⑤ VHF ＧＰ ＡＮＴ 

 
支部では「ＪＡＲＬ愛媛県支部」として社団 

局申請を済ませ、今後ＲＬ・ＹＲＬが利用で

きない特別局の運用などの対応器材として

貸出致します。 

機材管理者：JA5ILM 大澤 恭司 氏 

利用申込先：JARL 愛媛県支部 

利用申請者：JARL 会員 

なお、平成 29 年 7 月 1 日～10 月 30 日は国

体特別記念局「8J5EK」を運用予定です。 

運用希望クラブ、JARL 会員については別途

ＨＰで国体特別記念局実行委員よりご案内

致します。 

 
● 国体ＱＳＬデザインの募集 

平成２９年愛媛で開催される愛媛国体・愛媛 

大会のＱＳＬデザインを募集します。 

標章・マスコット等の利用はただ今申請中で 

す。許可が降り次第ＨＰでご案内します。 

    

          

募集期間：～11月 15日 愛媛県支部必着 

※国体特別記念局準備委員会にて審査を行い 

  優秀作品を表彰、記念贈呈します。 
 

注）ＱＳＬとして採用確定するものではありません。 

 

支部長挨拶 
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お知らせ 
 ● 28 年度行事計画 

28 
年 
度 

月 日 行  事  内  容 

8 28 愛媛県総合防災訓練 (西予市) 

9 11 
第44回 えひめハムのつどい 
 (松前町広域学習ホール) 

10   

11 

月間 
アマチュア無線PR活動月間 
（各地 文化祭等 参加活動） 

13 北四国ＡＲＤＦ競技大会（香川担当） 

27 支部・合同会議 (会場未定) 

1 未定 新春グランドミーティング 

2 
1～10 第43回 愛媛マラソンコンテスト 

12 支部・合同会議 (会場未定) 

※特別局 

*8J5TOBE 3/1～ 4/17 第33回 砥部焼まつり 

 (砥部アマチュア無線クラブ） 

*8N5CLEAN 7/1～10/31 7月高知県 8月徳島県 9月愛媛県 10月香川県 

*8N5JAZZ 8/1～ 8/31 今治ジャズタウン（しまなみクラブ） 

 

※新春グランドミーティングは 

1/14（土）15:00 ～ 18:00 開催予定で会場と

交渉中です。決定次第ＨＰに掲載、11 月支部

合同会議で詳細報告します。 

 

※特別局、特別記念局の承認は２月の理事会で

審査致します。平成２９年度の申請について

早めに計画を作成して１月末までに支部の承

認を得て下さい。 

 

●得々キャンペーン 

①正員または准員として、平成 28 年 9月 1日～平成

29 年 8月 31 日の期間中、お試し入会された方（平成

28 年 4月 1日時点で 18歳未満）は青少年助成申請を

され入会される場合に限り入会金・会費とも０円と

なります。 

②平成 28 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日の期間

中、催事会場で専用申込書による入会される方の入

会金は不要です。 

更に 3 年会員となられる場合は後日 1000 円分の QUO

カードを進呈します。また紹介者にも 500 円分の QUO

カードを進呈します。 

③平成 28 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日の期間

中、青少年助成申請をされた方は入会金が 0 円にな

ります。 

④平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日の期間内

で会員期間を 3 年以上継続されている方で１年会費

で継続した場合、会員期間を１か月延長、3年会費の

場合、会員期間は 2 か月延長されます。 

 

上記①～④の併用は出来ません。詳細は JARL Web を

ご覧ください。 

 

● 愛媛県総合防災訓練 

2016 年度愛媛県総合防災訓練は 8 月 28 日

（日）8：30 ～ 12:00の間、宇和運動公園を中

心に西予市広域で開催されます。 

支部では愛媛県の要請を受けて今回も孤立

地区として明浜地区、惣川地区より非常通信訓

練を行います。是非とも近隣の局は訓練の様子

をご見学下さい。 

主な訓練は以下の通り。 

① 宇和運動公園（メイン会場） 

現地対策本部（アマチュア無線基地局） 

土砂災害に対応した救出・救護訓練 

自衛隊・消防・警察等の活動拠点訓練 

  ヘリによる救急患者搬送訓練など 

② 惣川地区・石城小・特老松葉寮 

避難訓練、物資輸送訓練など 

③ 三瓶港 

不明者捜索訓練 

④ 明浜地区 

負傷者搬送訓練 

⑤ その他 

大洲市防災センター、日本通運西予支店での

物資搬入・仕分け訓練 
  

●支部公認ＡＲＤＦ競技大会の休止について 

  愛媛県支部では審判員対応不足、愛媛県から

の競技参加選手の減少により 5 月 22 日開催さ

れた四国大会を最後に愛媛県での公認大会を

休止することに決定しました。 

大会記録を紐解いてみますと愛媛ではフォ

ックスハンティングから公式ルールに基づき

フォックステーリングとして 1988 年に開催、

その後国際ルールに準じて競技名を「ＡＲＤ

Ｆ」として盛んに開催され、93 年には香川と交

互に「北四国ＡＲＤＦ」を開催、また 94 年に

は全日本競技大会を開催するなど競技が盛ん

に行われ、JH5FUL 松浦氏など世界大会で優

勝する選手も育って行きました。しかしこの競

技もアマチュア無線局と同じく趣味の世界の

競技であり、一時は高校生も熱心に参加されま

したが教育方針の変更、指導者不足により減衰

してまいり、今回の休止判断となりました。 

今後は子供たちを対象に公園などを利用し

てポケモン Go ならず FOX Go としてゲーム感

覚で楽しめる青少年育成事業として開催して

ゆく計画です。 
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● 平成２７年度会計実績・２８年度予算 
平成２８年７月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27年度 ２６年度 ２５年度 ２４年度
予算 実績 実績 実績 実績 実績

28,163 11,834 73,000 72,169 138,251

269,000 269,000 263,600 264,900 266,400 266,700

収
23 27 32 25

入

269,000 269,000 263,623 264,927 266,432 266,725

参 297,163 275,457 337,927 338,601 404,976

考 0 0 67,000 30,000

10,000 7,618 12,792 10,890 15,483 10,116
158,000 33,000 166,108 171,839 106,600 176,465

3,000 0 0 0 0
5,000 2,600 1,395 2,306 1,380 1,280

支 10,000 3,480 0 0 0
15,000 12,047 15,804 16,483 5,681
15,000 1,960 109,987 106,875 129,180
35,000 2,970 30,210 1,617 11,875 5,560
3,000 0 0 0 0

15,000 19,302 13,650 6,905 4,000
出 0 0 0 0 0

0 0 0 0 525

269,000 46,188 247,294 326,093 265,601 332,807

250,975 28,163 11,834 73,000 72,169

小 計

次 期 繰 越 高

賞 典 費
非 常 通 信 費
諸 会 費
雑 費

渉 外 費
通 信 費
交 通 費
消 耗 品 費
事 務 印 刷 費
コ ン テ ス ト 費

小         計

合         計

会計外寄付金
会 議 費
催 物 費

地 方 本 部 費
賞 典 収 入
寄 付 金 収 入
受 取 利 息
雑 収 入

年               度 ２８年度

科               目

前 期 繰 越 高

ク ラ ブ 便 り 
 
ＪＡ５ＹＸＢ 愛媛ＹＬハムクラブ 

ＪＡ５ＹＬ 土居チズ江 

  

クラブ発足当時より毎年欠かさず続けてい

る移動運用。４３回目の今年は近場の伊予市か

ら電波を出していない事に気づき、すぐに「ウ

エルピア伊予」に決定。 

梅雨の大雨の中での移動、ＯＭさんの協力でＡ

ＮＴ設置もＦＢに出来ました。コンディション

は最悪でしたがメンバーとの会話もはずみ、ま

すます絆が深まり恒例の行事を無事終えまし

た。お声掛けいただいた各局様ありがとうござ 

いました。来年はどこから電波が出るかお楽し

みに！ 
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第４２回 愛媛マラソンコンテスト結果       

 ＊得点集計で「運用日数」の欠落が多いようです。ご注意下さい。   

 ＊クラブ対抗部門参加で代表者集計に対し個人提出サマリーシートに登録クラブ名の記載が 

無いものは個人提出を尊重し無効とする。      

 ＊「電子ログ」利用の要望について、Ｅメールの受付は行いませんが電子ログソフトで作成

    されたサマリー・ログの提出は認めています。 

コンテスト規約 ９．書類の提出－（１）項を参照下さい。  

 

  

【県内局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 4,154,540
★ ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 1,019,424

ＪＨ５ＧＣＶ 久保  光枝 大洲市 822,960
ＪＨ５ＰＷＧ 山川  妙子 東温市 664,020
ＪＨ５ＨＤＡ 関岡  久志 松山市 148,730
ＪＡ５ＩＢＹ 徳永  香 松山市 133,400
ＪＡ５ＹＬ 土居  チズ江 松山市 121,180
ＪＡ６ＢＮＹ/5 平山  精一 松山市 83,790
ＪＡ５ＶＱＦ 相原  嘉男 東温市 73,160
ＪＡ５ＷＧＹ 木下  貴代美 松前町 71,604
ＪＡ５ＫＣＹ 秋山  政数 新居浜市 62,000
ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 50,350
ＪＡ５ＭＦＹ 久山  昭江 松山市 33,600
ＪＡ５ＸＬＯ 吉川  和子 東温市 29,412
ＪＡ５ＷＨＫ 小畑  健二 西条市 11,040
ＪＪ５ＫＯＪ 白石  修司 西条市 9,000
ＪＡ５ＢＵＤ 阿部  明徳 新居浜市 8,760
ＪＧ５ＱＤＲ 石川  治朗 東温市 7,888
ＪＪ５ＭＩＢ 安部  暢哉 東温市 7,353
ＪＲ５ＥＭＪ 高橋　誠二 四国中央市 7,030
ＪＦ５ＳＲＴ 井川　政徳 四国中央市 5,985
ＪＡ５ＤＶＷ 山下  福生 松山市 4,032
ＪＡ５ＡＫＢ 直野  福司 新居浜市 3,040
ＪＡ５ＢＦＫ 伊藤　順一 東温市 2,970
ＪＨ５ＬＶＣ 斉藤  全弘 西条市 2,000
ＪＡ５ＩＤＨ 髙橋  寛 松山市 1,800
ＪＦ５ＰＫＲ 高橋　司 四国中央市 1,080
ＪＡ５ＯＨＵ 片山  良浩 東温市 728
ＪＨ５ＮＡＥ 織田  英樹 今治市 4

★  入賞対象者

ＪＡ５ＹＸＫ  ＪＡＲＬ宇和島クラブ 

  

ＪＡＲＬ宇和島クラブは宇和島市を中心に

活動しているクラブで毎月９日を定例ミーテ

ィングの日と定めてアイボールで親睦を深め

ています。５９も大好きですがやはりアマチュ

ア無線局らしく無線技術談議には熱が入りま

す。最近は「１アマへの挑戦」がクラブの目標。

今年も１アマ資格取得にメンバーの応援によ

り１名合格しました。 

また愛媛レピータ研究会の宇和海支部とし

て泉が森、小岩道、愛南町中浦へクラブが一丸

となって保守管理に努めています。 
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②３．５ＭＨｚ
★ ＪＦ５ＦＷＺ 近藤  征一 新居浜 737,800

③７ＭＨｚ
★ ＪＪ５ＤＤＵ 篠田  徹 新居浜市 2,304,320

ＪＥ５ＩＷＡ 中岡  忠幸 大洲市 1,389,280

ＪＪ５ＥＶＡ 岡田　清 砥部町 149,760
ＪＡ５ＢＺＬ 山下  泰生 四国中央市 26,986

④14ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＸＰＤ 渡部  理教 新居浜市 3,402

⑤２１ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＧＬＧ 髙橋  忠明 新居浜市 2,000

ＪＡ５ＩＯＥ 藤本  力 西条市 4

⑥２８ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＢＶＯ 工藤  憲一 西条市 4,158

⑦５０ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＲＣＴ 黒田  清忠 西条市 14,384

⑧１４４ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＫＫＵ 一色  さつえ 東温市 148,000
★ ＪＥ５ＷＯＫ 加藤  説男 四国中央市 124,800

ＪＥ５ＡＮＢ/5 河野  好憲 松山市 117,120
ＪＡ５ＣＣＦ/5 中村　悟 砥部町 80,600
ＪＥ５ＭＨＰ 高橋  茂子 西予市 43,710
ＪＨ５ＭＯＶ 高橋  靖男 西予市 43,240
ＪＲ５ＴＩＯ 青木  正 松山市 41,300
ＪＧ５ＭＤＺ 津田  和則 松山市 33,440
ＪＡ５ＮＣＫ 松嶋  明俊 四国中央市 27,300
ＪＦ５ＣＵＲ 尾佐古  博 新居浜 24,840
ＪＥ５ＥＴＯ 田鍋  清 今治市 20,790
ＪＩ５ＶＺＹ/5 佐々木  真 伊方町 17,980
ＪＦ５ＦＦＬ 小池  伴計 新居浜市 15,525
ＪＡ５ＣＢＸ 久保  國夫 大洲市 10,120
ＪＲ５ＩＵＩ 小野  展裕 今治市 7,420
ＪＩ５ＦＪＦ 橋本  静夫 松山市 6,880
ＪＨ５ＱＪＫ/5 長野  雄一 松山市 6,080
ＪＩ５ＧＰＸ 堀井  ハツエ 松山市 3,010
ＪＡ５ＳＰＱ 大西  節子 松山市 2,904
ＪＡ５ＥＺＵ 髙橋　荒二 西条市 1,430
ＪＮ４ＰＭＯ/5 久永  透 岡山県倉敷市 756
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 250
ＪＦ５ＳＧＵ 黒田  和明 宇和島市 221
ＪＡ５ＴＬＰ 片岡  寿子 松山市 130
ＪＰ３ＭＮＸ/5 林    浩平 兵庫県高砂市 108
ＪＡ５ＨＷＫ/5 中村　仁美 砥部町 88
ＪＲ５ＢＵＡ/5 下川  保 香川県仲多度郡 40
ＪＡ５ＯＣＬ 野本  和義 新居浜市 18
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⑨４３０ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＣＫＦ 菅    光眞  伊予市 15,680

ＪＩ５ＤＩＨ 森    孝博 松山市 11,550
ＪＪ５ＥＲＡ 岡本  正之 松山市 77
ＪＨ５ＤＧＯ 亀岡  宗三 松山市 8
ＪＧ５ＸＵＵ/5 恒岡  慶成 松山市 4

⑩１２００ＭＨｚ
★ ＪＧ５ＰＭＱ 木村  信夫 新居浜市 2,002

⑪５.６ＧＨｚ
★ ＪＲ５ＥＥＫ 仙波  満夫 松山市 8

⑫４７ＧＨｚ
★ ＪＡ５ＪＳＵ 久山  出 松山市 12

⑮ジュニア
★ ＪＪ５ＭＭＫ 大塚  祐光 東温市 1,352

（２）個人電信の部
①オールバンド
★ ＪＨ５ＨＤＡ 関岡  久志 松山市 613,250
★ ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 492,660

ＪＩ５ＮＷＱ 大西  達也 四国中央市 450,300
ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 208,290
ＪＡ５ＤＥＨ 田岡　康俊 大洲市 92,820
ＪＥ５ＩＷＡ 中岡  忠幸 大洲市 26,040
ＪＡ５ＳＰＱ 大西  節子 松山市 10,920
ＪＨ５ＮＡＥ 織田  英樹 今治市 4,216
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 2,640
ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 1,008
ＪＡ５ＸＰＤ 渡部  理教 新居浜市 360
ＪＡ５ＡＫＢ 直野  福司 新居浜市 170
ＪＨ５ＬＶＣ 斉藤  全弘 西条市 8

（３）社団局の部（＊＊アマチュア無線クラブ＝＊＊ＡＭＣと表示しています）

★ ＪＡ５ＹＤＩ 愛媛ＡＭＣ 新居浜市 3,685,200
ＪＡ５ＹＸＢ 愛媛ＹＬハムクラブ 松山市 877,800
ＪＡ５ＹＥＮ 大洲ＡＭＣ 大洲市 196,840
ＪＲ５ＹＤＭ 石鎚ハムクラブ 西条市 73,260
ＪＨ５ＺＺＪ 東温ＡＭＣ 東温市 65,880
ＪＲ５ＹＡＥ 北条市ＡＭＣ 松山市 54,180
ＪＲ５ＹＣＱ 四国中央ＡＭＣ 四国中央市 3,168
ＪＨ５ＺＨＲ 松山地区ＳＨＦ研究会 松山市 8
ＪＨ５ＺＴＪ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ愛媛Ａ･Ｍ･Ｃ 松山市 1
ＪＨ５ＺＭＳ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ松山Ａ･Ｍ･Ｃ 松山市 1
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（４）クラブ対抗の部
★ 38-1-3 愛媛アマチュア無線クラブ 新居浜市 11,446,752

38-4-4 愛媛ＹＬハムクラブ 松山市 2,767,930
38-1-4 大洲アマチュア無線クラブ 大洲市 1,715,100
38-1-18 東温アマチュア無線クラブ 東温市 848,989
38-4-27 四国中央アマチュア無線クラブ四国中央市 619,663
38-4-21 愛媛２ｍ ＳＳＢ愛好会 西予市 175,744
38-4-23 松山地区ＳＨＦ研究会 松山市 1,828
38-3-5 松山市役所 松山市 8

【県外局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＬ４ＬＪＸ 衛藤  泰博 広島県呉市 13,160
★ ＪＮ４ＷＳＨ 久光  義秋 山口県光市 12,540

ＪＲ４ＭＲＪ 桑原  猛 山口県柳井市 12,276

ＪＪ４ＢＭＰ 松下  靖幸 山口県周南市 10,120

ＪＡ４ＩＯＭ 大石原　修 広島県呉市 10,120

ＪＬ４ＱＧＥ 中原  和明 広島県安芸郡 7,084

ＪＪ５ＩＹＣ 岸上　知行 徳島県美馬市 728

ＪＡ６ＦＸＬ 郡山　洋子 長崎県長崎市 672

ＪＲ５ＰＰＮ 鈴木  重香 香川県木田郡 260

ＪＡ２ＶＨＧ 石井  盛隆 岐阜県加茂郡 240

ＪＡ０ＡＢＫ 笹川  紀雄 新潟県加茂市 135

ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 105

ＪＥ４ＫＬＩ 堂官  利秀 広島県安佐南区 56

ＪＩ２ＥＱＬ 山田  祐二 岐阜県岐阜市 54

ＪＨ１ＩＤＭ 古谷  實 神奈川県平塚市 8

②３．５ＭＨｚ
★ ＪＡ３ＷＦＱ 泉井  武 兵庫県西宮市 12

ＪＪ３ＴＴＨ 宮本  忠明 大阪府岸和田市 8
ＪＩ２ＩＷＢ 松岡  邦彦 愛知県岡崎市 1

③７ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＫＣＧ 吉岡  昌彦 山口県下関市 4,320
★ ＪＡ５ＣＢＵ 立花  眞一 香川県かがわ市 2,500

ＪＡ４ＫＧＨ 清水  勝則 山口県熊毛郡 972
ＪＡ３ＨＺＲ 吉川  高志 奈良県奈良市 702
ＪＨ１ＥＪＢ 坂本  正敏 群馬県前橋市 440
ＪＬ４ＯＮＤ 小坂  吉生 岡山県高梁市 330
ＪＡ１ＪＵＲ 中村  英男 神奈川県藤沢市 315
ＪＲ２ＮＲＰ 本多  清 愛知県岡崎市 270
ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 270
ＪＡ４ＪＣＣ 坪井  芳則 山口県萩市 240
ＪＡ１ＬＰＱ 小野寺 正明 東京都町田市 168
ＪＡ６ＨＭＯ 山下  修二 鹿児島県日置市 160
ＪＮ１ＡＥＩ 坂本　憲彦 埼玉県東松山市 128
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 60
ＪＰ７ＫＨＺ 高山  時信 岩手県盛岡市 30
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ＪＲ１ＣＪＤ 山岸  茂樹 千葉県千葉市 16
ＪＦ５ＱＱＦ 五味  隆光 高知県高知市 8
ＪＨ１ＫＣＩ 水口  康成 東京都港区 6
ＪＨ４ＥＭＫ 小竹  寿男 広島県庄原市 6
ＪＡ４ＦＰＷ 長尾  和廣 岡山県岡山市 6
ＪＡ０ＢＯＰ 神林　幸男 新潟県柏崎市 6
ＪＭ１ＯＡＢ 沖津  豊 埼玉県上尾市 4
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 3
ＪＥ６ＰＪＰ 東    朋弘 長崎県佐世保市 3
ＪＡ３ＳＳＢ/1 不破  福三 神奈川県川崎市 1
ＪＡ８ＤＨＶ 中嶋  裕一 札幌市白石区 1

④５０ＭＨｚ
★ ＪＩ４ＶＸＩ 中野  榮次 山口県岩国市 8

ＪＨ５ＤＡＨ 中野  誠一 徳島県徳島市 1

⑤１４４ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＡＱＧ 中澤  浩 山口県岩国市 22,080

ＪＮ４ＴＢＩ/4 柏倉  美紀夫 広島県呉市 6,720
ＪＡ４ＧＱＤ 沢田  哲雄 広島県廿日市市 3,000
ＪＯ４ＤＦＸ/4 中野　幸宏 山口県岩国市 2,904
ＪＩ５ＳＡＯ/5 丸山  誠 香川県高松市 504
ＪＬ４ＳＸＡ 服部　俊明 広島県府中市 84
ＪＥ４ＶＢＷ 末岡　政介 山口県光市 24
ＪＫ４ＤＵＪ 井下　義雄 広島県広島市 24
ＪＭ３ＱＩＳ/3 筌場  幸一 兵庫県淡路市 3
ＪＲ４ＣＪＩ 田中  和良 山口県光市 1

⑥４３０ＭＨｚ
★ ＪＥ４ＬＳＰ/4 青木  邁 山口県光市 5,670

⑦１２００ＭＨｚ
★ ＪＯ４ＧＨＷ 村田  行雄 山口県宇部市 1

⑧２４００ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＧＣＭ 春日　紀勝 山口県宇部市 1

⑨５.６ＧＨｚ
★ ＪＡ４ＲＦＤ/4 田中  久司 山口県周南市 1

（２）個人電信の部
①オールバンド
★ ＪＪ５ＬＬＰ 森髙  忠義 香川県東かがわ市 3,360
★ ＪＡ５ＣＢＵ 立花  眞一 香川県かがわ市 2,730
★ ＪＡ６ＦＯＦ 郡山　勝視 長崎県長崎市 1,800

ＪＧ２ＭＩＺ 田中  明彦 愛知県名古屋市 1,296
ＪＲ２ＭＩＯ 角田  勉 三重県亀山市 858
ＪＡ４ＧＱＤ 沢田  哲雄 広島県廿日市市 576
ＪＡ４ＮＱＤ 中本　美博 広島県呉市 560
ＪＡ９ＬＮＺ 松平  裕文 石川県白山市 540
ＪＡ４ＦＰＷ 長尾  和廣 岡山県岡山市 480
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ＪＨ１ＮＸＵ 井口  昭敏 茨城県古河市 400
ＪＫ１ＬＵＹ 星野  基 埼玉県北本市 400
ＪＨ３ＩＪＦ 上田  哲之 奈良県葛城郡 378
ＪＡ０ＢＯＰ 神林　幸男 新潟県柏崎市 343
ＪＩ７ＲＲＳ 愛澤  純 福島県いわき市 320
ＪＱ１ＨＹＢ 森田  肇 埼玉県さいたま市 240
ＪＦ２ＭＶＩ 峯田　耕治 静岡県沼津市 240
ＪＡ１ＶＰＭ 髙山  幸雄 埼玉県所沢市 180
ＪＮ１ＲＦＩ 加藤  昇 東京都多摩市 168
ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 168
ＪＦ０ＩＵＮ 佐藤  武夫 新潟県長岡市 125
ＪＡ６ＪＫＥ 磯田  亮 熊本県熊本市 100
ＪＡ３ＷＦＱ 泉井  武 兵庫県西宮市 75
ＪＦ３ＲＯＨ 藤田  敏雄 兵庫県丹波市 75
ＪＨ４ＪＵＫ 末田  廣文 広島県竹原市 75
ＪＮ１ＢＢＯ 秦　  和弘 埼玉県さいたま市 60
ＪＩ３ＲＧＴ 北村　知史 奈良県奈良市 50
ＪＡ０ＣＴＷ 中村  志朗 長野県東筑摩郡 48
ＪＡ９ＡＪＵ 平田  脩二 富山県富山市 45
ＪＡ７ＡＥＭ 樋口  知雄 宮城県石巻市 36
ＪＲ１ＣＪＤ 山岸  茂樹 千葉県千葉市 24
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 12
ＪＨ７ＰＳＬ 嵯峨  松夫 秋田県秋田市 9
ＪＡ５ＱＹＲ 佐々木 広武 香川県香川郡直島町 8
ＪＰ１ＬＪＨ 長島  慎一郎 東京都渋谷区 4
ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 1
ＪＯ１ＪＫＨ 種村　成志 栃木県宇都宮市 1
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 1
ＪＧ１ＢＧＴ/1 氏家　悟 千葉県鎌ケ谷市 1

（３）ＳＷＬの部
★ ＪＡ４－３７２９４冨田  浩司 岡山県岡山市 1,672

（４）社団局の部
★ ＪＪ２ＹＫＺ Yoshitec　ハムクラブ 愛知県名古屋市 18

（５）クラブ対抗の部
★ 33-1-9 光アマチュア無線クラブﾞ 山口県 22,684

11-4-12 Ｊ・Ａ・Ｇ 神奈川県 7,084
33-1-7 山口アマチュア無線クラブ 山口県 5,672
10-4-145 Ａ１ ＣＬＵＢ 東京都 2,890
36-1-1 ＪＡＲＬ香川クラブ 香川県 504
14-1-9 古河アマチュア無線クラブ 茨城県 400
35-1-4 ＪＡＲＬ竹原クラブ 広島県 159

 ◎１０回参加賞
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市
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支部運営委員 
役   職 コールサイン・氏名 役   職 コールサイン・氏名 

支部長 JH5SAL 薦田 直志 運営委員 JH5FUL  松浦 孝行 

運営委員 JH5CPS 大茂矢直志 運営委員 JA5DBE  立花  武博 

運営委員 JA5ILM 大澤 恭司 運営委員 JE5ETO  田鍋  清 

運営委員 JG5MDZ 津田  和則 運営委員 JA5NCK  松嶋  明俊 

運営委員 JA5YL   土居チズ江 運営（監査委員長） JR5WHY  三嶋 力 

運営委員 JH5DGO  亀岡 宗三 運営（監査員） JA5TJF  鈴木 直志 

運営委員 JF5EYY  神尾 泰昭 運営（監査員） JG5PMQ  木村 信夫 

運営委員 JH5HOA  仙波  晴樹 運営（監査員） JA5IOE  藤本 力 

運営委員 JA5EVM  船岡 藤雄 運営（監査員） JA5CHI  菅  輝昭 

運営委員 JE5PXE  西森 正一 運営（監査員） JA5OF   枇杷田庸雄 

運営委員 JA5ERQ  仲  均 運営（監査員） JA5JEW  大西 英喜 

運営委員 JA5BUD  阿部 明徳 運営（監査員） JG5BIK  白田 哲司 

運営委員 JJ5DDU  篠田  徹 運営（監査員） JF5FWZ  近藤 征一 

 

JARLネットワーク委員 JH5QJE 中村 雅和 

 

登録クラブ 

登録番号 ク ラ ブ 名 称 代表者氏名 代表者       
呼出符号 

38-1-001 今治アマチュア無線クラブ 菊川 憲一 JA5ATB 

38-1-002 JARL宇和島クラブ 立花 武博 JA5DBE 

38-1-003 愛媛アマチュア無線クラブ 仲    均 JA5ERQ 

38-1-004 大洲アマチュア無線クラブ 久保 國夫 JA5CBX 

38-1-011 北宇和アマ無線クラブ 松浦  孝行 JH5FUL 

38-1-018 東温アマチュア無線クラブ 相原 嘉男 JA5VQF 

38-1-019 砥部町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｱﾏﾁｭｱ無線クラブ 三好 眞人 JA5ASW 

38-3-004 愛媛県庁アマチュア無線クラブ 戒能 聡 JA5WIZ 

38-3-005 松山市役所アマチュア無線クラブ 亀岡  宗三 JH5DGO 

38-4-004 愛媛 YLハムクラブ 久山 昭江 JA5MFY 

38-4-007 アマチュア無線クラブ松山 72会 藤井 光雄 JA5ICY 

38-4-019 愛媛アワードハンターズグループ 藤本 力 JA5IOE 

38-4-021 愛媛２ｍSSB 愛好会 高橋 靖男 JH5MOV 

38-4-023 松山地区 SHF 研究会 久山 出 JA5JSU 

38-4-025 愛媛しまなみクラブ 田鍋 清 JE5ETO 

38-4-026 APRS&VoIP 実験グループ 玉井 康人 JA5HWI 

38-4-027 四国中央アマチュア無線クラブ 松嶋 明俊 JA5NCK 

 


